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                                      会 社 名：                    日新電機株式会社 
                                      代 表 者 名： 代表取締役社長     
                                           小 畑 英 明 
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（訂正）「平成26年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について 

 

 

 

 当社は、平成27年10月28日付「過年度の連結財務諸表等に関する誤謬の判明及び平成28年３月期

第２四半期決算発表の延期に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、過年度決算短信の訂

正作業をすすめてまいりました。 

このたび、平成25年10月30日付「平成26年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の

訂正作業が完了しましたので、訂正内容についてお知らせいたします。 

 なお、訂正箇所が多数に及ぶため、訂正後及び訂正前の全文をそれぞれ添付し、訂正箇所には を

付して表示しております。 

 

 

 

以  上  



（訂正後） 

 

 

 

 
  

 平成26年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結)   
 平成25年10月30日  

上 場 会 社 名 日新電機 上場取引所 東  
コ ー ド 番 号 6641 URL http://nissin.jp/  
代  表  者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 小畑 英明   
問合せ先責任者 (役職名) 経理部長 (氏名) 舌間 修平 TEL 075-864-8315  
四半期報告書提出予定日 平成25年11月13日 配当支払開始予定日 平成25年12月6日  
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有     
四半期決算説明会開催の有無 ： 無    
  

 (百万円未満切捨て) 

１．平成 26 年３月期第２四半期の連結業績（平成 25 年４月１日～平成 25 年９月 30 日） 

（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)  

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

26年３月期第２四半期 47,503 4.5 2,993 154.3 2,899 144.5 1,530 219.2 

25年３月期第２四半期 45,440 5.1 1,177 △14.1 1,185 △20.9 479 △44.2  
(注) 包括利益 26年３月期第２四半期 3,004 百万円( － ％)  25年３月期第２四半期 △658 百万円( － ％) 
  

 
１株当たり 
四半期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり 
四半期純利益 

 円 銭 円 銭 

26年３月期第２四半期 14.32 － 

25年３月期第２四半期 4.49 － 
  

 
  

（２）連結財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 

 百万円 百万円 ％ 

26年３月期第２四半期 118,653 68,441 54.9 

25年３月期 117,352 66,037 53.6  
(参考) 自己資本 26年３月期第２四半期 65,169 百万円  25年３月期 62,908 百万円 
  

 
    

２．配当の状況 

 
年間配当金 

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 

25年３月期 － 5.00 － 5.00 10.00 

26年３月期 － 6.00    

26年３月期(予想)   － 6.00 12.00  
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有 
    

 
  

３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日） 
 
 

(％表示は、対前期増減率) 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 

通期 110,000 6.5 9,000 27.8 9,000 25.6 5,500 67.6 51.46  
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 
  

 



 

 

 
※ 注記事項 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) ： 無 
  

新規 ― 社 （社名）  、 除外 ― 社 （社名）  
  

 
  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有 
  

(注)詳細は、添付資料Ｐ.３をご覧ください。 
  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無 

② ①以外の会計方針の変更 ： 無 

③ 会計上の見積りの変更 ： 無 

④ 修正再表示 ： 無 
  

  
  

（４）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 26年３月期２Ｑ 107,832,445 株 25年３月期 107,832,445 株 

② 期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 951,164 株 25年３月期 950,193 株 

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 106,881,685 株 25年３月期２Ｑ 106,883,118 株 
  

 
  

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示  
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示
時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

  
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項  

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判
断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績
等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっ
ての注意事項等については、添付資料Ｐ.２「１.当四半期決算に関する定性的情報 (３)連結業績予想などの将来
予測情報に関する説明」をご覧ください。 
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１. 当四半期決算に関する定性的情報

(１) 連結経営成績に関する説明

(修正前)

純利益
(修正前)

(２) 連結財政状態に関する説明

(３) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

 通期の業績予想につきましては、第３四半期以降の動向には不透明な要素が多いものの、当第２四半
期の業績を勘案し、平成25年10月25日に売上高1,100億円、営業利益90億円、経常利益90億円、当期利
益55億円と、売上高は変更しておりませんが、利益については上方修正をしております。 
 （注）上記の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであり、実際の業績
は予想と異なる可能性があります。 

 当第２四半期（平成25年4月1日～平成25年9月30日）の売上高は、経営環境が厳しい状況にある中、グ
ループをあげて拡販に努めました結果、前年同期比4.5％増加の47,503百万円となりました。売上高の事
業セグメント別内訳は、「電力機器事業」が18,594百万円（前年同期比9.6％減）、「ビーム･真空応用事
業」が12,907百万円（前年同期比3.0％増）、「新エネルギー・環境事業」が8,891百万円（前年同期比
130.6％増）、「ライフサイクルエンジニアリング事業」が7,109百万円（前年同期比16.2％減）でありま
す。「電力機器事業」の減少は国内の一般民需及び電力会社向けの減少等によるもの、「ビーム･真空応用事
業」の増加は高精細・中小型ＦＰＤ（フラットパネルディスプレイ）製造用イオン注入装置の増加等によるもの、「新
エネルギー・環境事業」の増加は太陽光発電用パワーコンディショナの増加等によるものであります。 
 経常利益は、企業体質の改革・強化を推進し、コストダウンなど当社グループをあげて収益向上に努め
たこと、及び「新エネルギー・環境事業」の増収による黒字化や「ビーム・真空応用事業」の採算が改善
したこと等により、2,899百万円（前年同期比144.5％増）となりました。 
 特別損益につきましては、中国の子会社である日新電機（呉江）有限公司について、平成25年3月期に
固定資産減損損失及び関係会社整理損を計上しましたが、清算手続きの進捗に伴うたな卸資産及び固定資
産の評価の見直し等により、固定資産減損損失197百万円及び関係会社整理損74百万円を追加計上しまし
た。 
 以上を踏まえ、法人税等の計上を行った結果、少数株主利益調整後の四半期純利益は、1,530百万円
（前年同期比219.2％増）となりました。 
 
 また、中間配当予想を１株当たり５円と公表しておりましたが、当第２四半期の連結業績を踏まえ、１
円増配の１株当たり６円とさせて頂きます。 
 
 なお、当社の業績は、官公庁向け及び一般民需案件ともに第４四半期に売上が集中する傾向があるため、
四半期別の業績には季節的変動があります。 

 資産の部は、当第２四半期末で118,653百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,300百万円増加しま

した。これは営業債権の回収等により受取手形及び売掛金が減少しましたが、現金及び預金、たな卸資

産が増加したこと等によるものです。 

 負債の部は、当第２四半期末で50,211百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,102百万円減少しま

した。これは前受金が増加しましたが、支払手形及び買掛金が減少したこと等によるものです。 

 純資産の部は、当第２四半期末で68,441百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,403百万円増加し

ました。これは利益剰余金、その他有価証券評価差額金及び為替換算調整勘定の増加等によるものです。 
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２. サマリー情報（注記事項）に関する事項

(１) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

(２) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
 ①税金費用の計算

(３) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

 該当事項はありません。 

 当社及び一部の連結子会社は、当連結会計年度の税効果会計適用後の実効税率を見積り、税引前
四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて税金費用を計算しております。 

 該当事項はありません。 
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３．四半期連結財務諸表 

（１）四半期連結貸借対照表 
           (単位：百万円) 
          

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 6,667 14,362 

  受取手形及び売掛金 44,658 34,665 

  たな卸資産 27,022 28,968 

  その他 5,857 7,032 

  貸倒引当金 △665 △790 

  流動資産合計 83,539 84,239 

 固定資産   

  有形固定資産 23,879 23,855 

  無形固定資産 1,354 1,350 

  投資その他の資産   

   その他 8,801 9,417 

   貸倒引当金 △223 △209 

   投資その他の資産合計 8,578 9,208 

  固定資産合計 33,812 34,413 

 資産合計 117,352 118,653 

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 22,059 17,459 

  短期借入金 4,209 4,289 

  未払費用 5,853 6,212 

  未払法人税等 956 473 

  前受金 7,176 10,758 

  引当金 1,414 1,415 

  その他 2,304 1,927 

  流動負債合計 43,973 42,537 

 固定負債   

  長期借入金 102 83 

  退職給付引当金 3,912 4,000 

  環境対策引当金 2,304 2,304 

  その他の引当金 282 159 

  その他 739 1,126 

  固定負債合計 7,340 7,673 

 負債合計 51,314 50,211 
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           (単位：百万円) 
          

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 10,252 10,252 

  資本剰余金 6,679 6,679 

  利益剰余金 44,226 45,222 

  自己株式 △296 △297 

  株主資本合計 60,861 61,857 

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 1,224 1,803 

  繰延ヘッジ損益 23 △2 

  為替換算調整勘定 798 1,511 

  その他の包括利益累計額合計 2,046 3,311 

 少数株主持分 3,128 3,271 

 純資産合計 66,037 68,441 

負債純資産合計 117,352 118,653 
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 

四半期連結損益計算書 

 第２四半期連結累計期間 

           (単位：百万円) 
          前第２四半期連結累計期間 

(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 45,440 47,503 

売上原価 34,492 33,704 

売上総利益 10,948 13,799 

販売費及び一般管理費 9,771 10,805 

営業利益 1,177 2,993 

営業外収益   

 受取利息 21 27 

 受取配当金 50 57 

 その他 150 166 

 営業外収益合計 222 251 

営業外費用   

 支払利息 115 77 

 環境対策費 ― 161 

 その他 98 108 

 営業外費用合計 214 346 

経常利益 1,185 2,899 

特別利益   

 災害保険金収入 585 ― 

 特別利益合計 585 ― 

特別損失   

 減損損失 397 197 

 投資有価証券評価損 233 ― 

 関係会社整理損 177 74 

 災害による損失 77 ― 

 特別損失合計 886 271 

税金等調整前四半期純利益 884 2,628 

法人税等 270 1,034 

少数株主損益調整前四半期純利益 613 1,593 

少数株主利益 134 62 

四半期純利益 479 1,530 
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四半期連結包括利益計算書 

第２四半期連結累計期間 

           (単位：百万円) 
          前第２四半期連結累計期間 

(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 613 1,593 

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △398 578 

 繰延ヘッジ損益 14 △26 

 為替換算調整勘定 △877 852 

 持分法適用会社に対する持分相当額 △10 6 

 その他の包括利益合計 △1,271 1,411 

四半期包括利益 △658 3,004 

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 △665 2,796 

 少数株主に係る四半期包括利益 7 208 
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(３) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

前第２四半期連結累計期間（平成24年4月1日～平成24年9月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円 未満切捨)

電力機器
事業

ﾋﾞｰﾑ･真空
応用事業

新ｴﾈﾙｷﾞｰ
・環境事業

ﾗｲﾌｻｲｸﾙ
ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

事業
計

売上高

外部顧客への売上高 20,567 12,535 3,855 8,482 45,440 － 45,440

セグメント間の内部

売上高又は振替高 134 15 0 549 699 △ 699 － 

20,701 12,550 3,856 9,032 46,140 △ 699 45,440

セグメント利益又は損失(△) 518 1,156 △ 886 802 1,590 △ 413 1,177

 (注)１. セグメント利益又は損失の調整額△413百万円には、セグメント間取引消去2百万円、全社費用△415百万円が含まれて

　       います。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び製造間接費の配賦差額です。

     ２. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。

当第２四半期連結累計期間（平成25年4月1日～平成25年9月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円 未満切捨)

電力機器
事業

ﾋﾞｰﾑ･真空
応用事業

新ｴﾈﾙｷﾞｰ
・環境事業

ﾗｲﾌｻｲｸﾙ
ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

事業
計

売上高

外部顧客への売上高 18,594 12,907 8,891 7,109 47,503 － 47,503

セグメント間の内部

売上高又は振替高 95 13 0 835 944 △ 944 － 

18,689 12,921 8,891 7,945 48,448 △ 944 47,503

セグメント利益 290 1,521 715 677 3,205 △ 211 2,993

 (注)１. セグメント利益の調整額△211百万円には、セグメント間取引消去24百万円、全社費用△236百万円が含まれて

　       います。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び製造間接費の配賦差額です。

     ２. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。

計

四半期連結
損益計算書

計上額
(注)２

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書

計上額
(注)２

計

報告セグメント
調整額
(注)１
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４. 補足情報

(１) 連結受注及び販売の状況

１．受注状況 （単位：百万円　未満切捨）

（平成24年4月～
  平成24年9月）

（平成25年4月～
  平成25年9月）

（平成24年4月～
  平成25年3月）

金　　額 構成比% 金　　額 構成比% 金 額 増減率% 金 額 構成比%

電力機器事業 21,121 38.9 24,744 43.8 3,623 17.2 41,874 39.9

ﾋﾞｰﾑ･真空応用事業 17,468 32.2 11,728 20.7 △  5,739 △ 32.9 24,889 23.7

新ｴﾈﾙｷﾞｰ・環境事業 6,372 11.7 9,321 16.5 2,949 46.3 18,364 17.5

ﾗｲﾌｻｲｸﾙｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業 9,317 17.2 10,759 19.0 1,442 15.5 19,849 18.9

54,278 100.0 56,554 100.0 2,275 4.2 104,978 100.0

２．販売実績 （単位：百万円　未満切捨）

（平成25年4月～
  平成25年9月）

（平成24年4月～
  平成25年3月）

金　　額 構成比% 金　　額 構成比% 金 額 増減率% 金 額 構成比%

電力機器事業 20,567 45.2 18,594 39.1 △ 1,972 △ 9.6 46,178 44.7

ﾋﾞｰﾑ･真空応用事業 12,535 27.6 12,907 27.2 372 3.0 22,522 21.8

新ｴﾈﾙｷﾞｰ・環境事業 3,855 8.5 8,891 18.7 5,035 130.6 14,822 14.3

ﾗｲﾌｻｲｸﾙｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業 8,482 18.7 7,109 15.0 △ 1,372 △ 16.2 19,785 19.2

45,440 100.0 47,503 100.0 2,062 4.5 103,308 100.0

(２) 海外売上高

（単位：百万円　未満切捨）

海外売上高

　アジア

　その他

合　　　　計

前年同四半期 当四半期
対前年同期比
増　　　　減

前期

区　　　　分

前年同四半期 当四半期
対前年同期比
増　　　　減

前期

区　　　　分
（平成24年4月～
  平成24年9月）

合　　　　計

区　　分

前年同四半期

(平成24年4月～平成24年9月)

当四半期

(平成25年4月～平成25年9月)

金額
連結売上高に
占める割合%

金額
連結売上高に
占める割合%

12,429 27.4 16,401 34.5 

合　　　　計

1,434 3.1 1,221 2.6 

13,864 30.5 17,623 37.1 
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(３) 所在地別セグメント情報

前第２四半期連結累計期間（平成24年4月1日～平成24年9月30日） (単位：百万円 未満切捨)

日本 アジア その他 計

売上高

外部顧客への売上高 38,457 6,817 165 45,440 － 45,440

セグメント間の内部

売上高又は振替高 824 1,370 152 2,347 △ 2,347 － 

計 39,281 8,188 318 47,788 △ 2,347 45,440

セグメント利益 1,690 615 39 2,345 △ 1,168 1,177

当第２四半期連結累計期間（平成25年4月1日～平成25年9月30日） (単位：百万円 未満切捨)

日本 アジア その他 計

売上高

外部顧客への売上高 38,219 8,965 319 47,503 － 47,503

セグメント間の内部

売上高又は振替高 939 1,647 399 2,986 △ 2,986 － 

計 39,158 10,612 718 50,490 △ 2,986 47,503

セグメント利益 3,145 979 118 4,243 △ 1,249 2,993

四半期連結
損益計算書

計上額

調整額
四半期連結
損益計算書

計上額

報告セグメント

報告セグメント

調整額
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平成26年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成25年10月30日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 日新電機 上場取引所 東 
コード番号 6641 URL http://nissin.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 小畑 英明
問合せ先責任者 （役職名） 経理部長 （氏名） 舌間 修平 TEL 075-864-8315
四半期報告書提出予定日 平成25年11月13日 配当支払開始予定日 平成25年12月6日
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年3月期第2四半期 47,503 4.5 3,137 151.9 3,053 143.0 1,668 211.1
25年3月期第2四半期 45,440 5.1 1,245 △15.3 1,256 △21.4 536 △41.6

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 3,141百万円 （―％） 25年3月期第2四半期 △596百万円 （―％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

26年3月期第2四半期 15.61 ―
25年3月期第2四半期 5.02 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 119,549 69,104 55.1
25年3月期 118,216 66,563 53.7
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  65,832百万円 25年3月期  63,434百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  有  
 

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

25年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
26年3月期 ― 6.00
26年3月期（予想） ― 6.00 12.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 110,000 6.5 9,000 27.2 9,000 25.3 5,500 64.9 51.46

（訂正前）
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(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
(注)詳細は、添付資料Ｐ.３をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対す
る四半期レビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業
績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料Ｐ.２「１.当四半期決算に関する定性的情報 (３)連結業績予想などの将来予測情報に関する説
明」をご覧ください。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期2Q 107,832,445 株 25年3月期 107,832,445 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 951,164 株 25年3月期 950,193 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 106,881,685 株 25年3月期2Q 106,883,118 株
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１. 当四半期決算に関する定性的情報

(１) 連結経営成績に関する説明

(２) 連結財政状態に関する説明

(３) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

通期の業績予想につきましては、第３四半期以降の動向には不透明な要素が多いものの、当第２四半
期の業績を勘案し、平成25年10月25日に売上高1,100億円、営業利益90億円、経常利益90億円、当期利
益55億円と、売上高は変更しておりませんが、利益については上方修正をしております。

（注）上記の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであり、実際の業績
は予想と異なる可能性があります。

当第２四半期（平成25年4月1日～平成25年9月30日）の売上高は、経営環境が厳しい状況にある中、グ
ループをあげて拡販に努めました結果、前年同期比4.5％増加の47,503百万円となりました。売上高の事
業セグメント別内訳は、「電力機器事業」が18,594百万円（前年同期比9.6％減）、「ビーム･真空応用事
業」が12,907百万円（前年同期比3.0％増）、「新エネルギー・環境事業」が8,891百万円（前年同期比
130.6％増）、「ライフサイクルエンジニアリング事業」が7,109百万円（前年同期比16.2％減）でありま
す。「電力機器事業」の減少は国内の一般民需及び電力会社向けの減少等によるもの、「ビーム･真空応用事
業」の増加は高精細・中小型ＦＰＤ（フラットパネルディスプレイ）製造用イオン注入装置の増加等によるもの、「新エ
ネルギー・環境事業」の増加は太陽光発電用パワーコンディショナの増加等によるものであります。
経常利益は、企業体質の改革・強化を推進し、コストダウンなど当社グループをあげて収益向上に努め

たこと、及び「新エネルギー・環境事業」の増収による黒字化や「ビーム・真空応用事業」の採算が改善
したこと等により、3,053百万円（前年同期比143.0％増）となりました。

特別損益につきましては、中国の子会社である日新電機（呉江）有限公司について、平成25年3月期に
固定資産減損損失及び関係会社整理損を計上しましたが、清算手続きの進捗に伴うたな卸資産及び固定資
産の評価の見直し等により、固定資産減損損失197百万円及び関係会社整理損74百万円を追加計上しまし
た。

以上を踏まえ、法人税等の計上を行った結果、少数株主利益調整後の四半期純利益は、1,668百万円
（前年同期比211.1％増）となりました。

また、中間配当予想を１株当たり５円と公表しておりましたが、当第２四半期の連結業績を踏まえ、１
円増配の１株当たり６円とさせて頂きます。

なお、当社の業績は、官公庁向け及び一般民需案件ともに第４四半期に売上が集中する傾向があるため、
四半期別の業績には季節的変動があります。

資産の部は、当第２四半期末で119,549百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,332百万円増加しま

した。これは営業債権の回収等により受取手形及び売掛金が減少しましたが、現金及び預金、たな卸資

産が増加したこと等によるものです。

負債の部は、当第２四半期末で50,444百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,208百万円減少しま

した。これは前受金が増加しましたが、支払手形及び買掛金が減少したこと等によるものです。

純資産の部は、当第２四半期末で69,104百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,540百万円増加し

ました。これは利益剰余金、その他有価証券評価差額金及び為替換算調整勘定の増加等によるものです。
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２. サマリー情報（注記事項）に関する事項

(１) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

(２) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
 ①税金費用の計算

(３) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

当社及び一部の連結子会社は、当連結会計年度の税効果会計適用後の実効税率を見積り、税引前
四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて税金費用を計算しております。

該当事項はありません。
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,667 14,362

受取手形及び売掛金 44,658 34,665

たな卸資産 27,896 29,876

その他 5,847 7,021

貸倒引当金 △665 △790

流動資産合計 84,403 85,135

固定資産   

有形固定資産 23,879 23,855

無形固定資産 1,354 1,350

投資その他の資産   

その他 8,801 9,417

貸倒引当金 △223 △209

投資その他の資産合計 8,578 9,208

固定資産合計 33,812 34,413

資産合計 118,216 119,549

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 22,059 17,459

短期借入金 4,209 4,289

未払費用 5,853 6,212

未払法人税等 1,184 706

前受金 7,176 10,758

引当金 1,414 1,415

その他 2,304 1,927

流動負債合計 44,201 42,770

固定負債   

長期借入金 102 83

退職給付引当金 3,912 4,000

環境対策引当金 2,304 2,304

その他の引当金 282 159

その他 849 1,126

固定負債合計 7,450 7,673

負債合計 51,652 50,444
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,252 10,252

資本剰余金 6,679 6,679

利益剰余金 44,752 45,886

自己株式 △296 △297

株主資本合計 61,387 62,520

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,224 1,803

繰延ヘッジ損益 23 △2

為替換算調整勘定 798 1,511

その他の包括利益累計額合計 2,046 3,311

少数株主持分 3,128 3,271

純資産合計 66,563 69,104

負債純資産合計 118,216 119,549
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 四半期連結損益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 45,440 47,503

売上原価 34,424 33,670

売上総利益 11,016 13,833

販売費及び一般管理費 9,771 10,695

営業利益 1,245 3,137

営業外収益   

受取利息 21 27

受取配当金 50 57

その他 152 176

営業外収益合計 225 261

営業外費用   

支払利息 115 77

環境対策費 － 161

その他 98 108

営業外費用合計 214 346

経常利益 1,256 3,053

特別利益   

災害保険金収入 636 －

特別利益合計 636 －

特別損失   

減損損失 397 197

投資有価証券評価損 233 －

関係会社整理損 177 74

災害による損失 62 －

特別損失合計 870 271

税金等調整前四半期純利益 1,021 2,782

法人税等 351 1,051

少数株主損益調整前四半期純利益 670 1,730

少数株主利益 134 62

四半期純利益 536 1,668
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 四半期連結包括利益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 670 1,730

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △398 578

繰延ヘッジ損益 14 △26

為替換算調整勘定 △872 852

持分法適用会社に対する持分相当額 △10 6

その他の包括利益合計 △1,266 1,411

四半期包括利益 △596 3,141

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △604 2,933

少数株主に係る四半期包括利益 7 208
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(３) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

前第２四半期連結累計期間（平成24年4月1日～平成24年9月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円 未満切捨)

電力機器
事業

ﾋﾞｰﾑ･真空
応用事業

新ｴﾈﾙｷﾞｰ
・環境事業

ﾗｲﾌｻｲｸﾙ
ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

事業
計

売上高

外部顧客への売上高 20,567 12,535 3,855 8,482 45,440 － 45,440
セグメント間の内部

売上高又は振替高 134 15 0 549 699 △ 699 － 
20,701 12,550 3,856 9,032 46,140 △ 699 45,440

セグメント利益又は損失(△) 586 1,156 △ 886 802 1,658 △ 413 1,245

 (注)１. セグメント利益又は損失の調整額△413百万円には、セグメント間取引消去2百万円、全社費用△415百万円が含まれて

　       います。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び製造間接費の配賦差額です。

     ２. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。

当第２四半期連結累計期間（平成25年4月1日～平成25年9月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円 未満切捨)

電力機器
事業

ﾋﾞｰﾑ･真空
応用事業

新ｴﾈﾙｷﾞｰ
・環境事業

ﾗｲﾌｻｲｸﾙ
ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

事業
計

売上高

外部顧客への売上高 18,594 12,907 8,891 7,109 47,503 － 47,503
セグメント間の内部

売上高又は振替高 95 13 0 835 944 △ 944 － 
18,689 12,921 8,891 7,945 48,448 △ 944 47,503

セグメント利益 324 1,521 825 677 3,349 △ 211 3,137

 (注)１. セグメント利益の調整額△211百万円には、セグメント間取引消去24百万円、全社費用△236百万円が含まれて

　       います。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び製造間接費の配賦差額です。

     ２. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。

計

四半期連結
損益計算書

計上額
(注)２

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書

計上額
(注)２

計

報告セグメント
調整額
(注)１
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４. 補足情報

(１) 連結受注及び販売の状況

１．受注状況 （単位：百万円　未満切捨）

（平成24年4月～
  平成24年9月）

（平成25年4月～
  平成25年9月）

（平成24年4月～
  平成25年3月）

金　　額 構成比% 金　　額 構成比% 金 額 増減率% 金 額 構成比%

電力機器事業 21,121 38.9 24,744 43.8 3,623 17.2 41,874 39.9

ﾋﾞｰﾑ･真空応用事業 17,468 32.2 11,728 20.7 △  5,739 △ 32.9 24,889 23.7

新ｴﾈﾙｷﾞｰ・環境事業 6,372 11.7 9,321 16.5 2,949 46.3 18,364 17.5

ﾗｲﾌｻｲｸﾙｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業 9,317 17.2 10,759 19.0 1,442 15.5 19,849 18.9

54,278 100.0 56,554 100.0 2,275 4.2 104,978 100.0

２．販売実績 （単位：百万円　未満切捨）

（平成25年4月～
  平成25年9月）

（平成24年4月～
  平成25年3月）

金　　額 構成比% 金　　額 構成比% 金 額 増減率% 金 額 構成比%

電力機器事業 20,567 45.2 18,594 39.1 △ 1,972 △ 9.6 46,178 44.7

ﾋﾞｰﾑ･真空応用事業 12,535 27.6 12,907 27.2 372 3.0 22,522 21.8

新ｴﾈﾙｷﾞｰ・環境事業 3,855 8.5 8,891 18.7 5,035 130.6 14,822 14.3

ﾗｲﾌｻｲｸﾙｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業 8,482 18.7 7,109 15.0 △ 1,372 △ 16.2 19,785 19.2

45,440 100.0 47,503 100.0 2,062 4.5 103,308 100.0

(２) 海外売上高

（単位：百万円　未満切捨）

海外売上高

　アジア

　その他

12,429 27.4 16,401 34.5 

合　　　　計

1,434 3.1 1,221 2.6 

13,864 30.5 17,623 37.1 

合　　　　計

区　　分

前年同四半期

(平成24年4月～平成24年9月)

当四半期

(平成25年4月～平成25年9月)

金額
連結売上高に
占める割合%

金額
連結売上高に
占める割合%

前年同四半期 当四半期
対前年同期比
増　　　　減

前期

区　　　　分
（平成24年4月～
  平成24年9月）

合　　　　計

前年同四半期 当四半期
対前年同期比
増　　　　減

前期

区　　　　分
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(３) 所在地別セグメント情報

前第２四半期連結累計期間（平成24年4月1日～平成24年9月30日） (単位：百万円 未満切捨)

日本 アジア その他 計

売上高

外部顧客への売上高 38,457 6,817 165 45,440 － 45,440

セグメント間の内部

売上高又は振替高 824 1,370 152 2,347 △ 2,347 － 

計 39,281 8,188 318 47,788 △ 2,347 45,440

セグメント利益 1,758 615 39 2,413 △ 1,168 1,245

当第２四半期連結累計期間（平成25年4月1日～平成25年9月30日） (単位：百万円 未満切捨)

日本 アジア その他 計

売上高

外部顧客への売上高 38,219 8,965 319 47,503 － 47,503

セグメント間の内部

売上高又は振替高 939 1,647 399 2,986 △ 2,986 － 

計 39,158 10,612 718 50,490 △ 2,986 47,503

セグメント利益 3,289 979 118 4,387 △ 1,249 3,137

四半期連結
損益計算書

計上額

調整額
四半期連結
損益計算書

計上額

報告セグメント

報告セグメント

調整額
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